
DINNER  MENU
OPE N
CLOSE

（ラストオーダー　22：00）

18:00
23:00

表示価格は税別となります。



L⑨

・サントリーモルツ生
・オールフリー
　 カロリーゼロのノンアルコールビール

・ジーマ
　 すっきり飲みやすいビールテイスト

・スミノフアイス
　 スミノフウォッカベースのレモンテイスト

・モレッティ（イタリア）
　 イタリアの代表的なビール、さっぱりとした飲み口

・コロナ（メキシコ）
　 軽い飲み口で後味スッキリ！

・ギネス（アイルランド）
　 代表的な黒ビール

・紀州 南高梅酒
　 酸味と糖分のバランスがとれた香り豊かな風味

・ローズヒップとラズベリーの梅酒
　 女性におすすめのフルーティーな風味

・鍛高譚の梅酒
　 ルビー色が美しい、しそ風味の梅酒

・ビアンコ
　 レモンやフレッシュハーブ・スパイスを使ったスイートベルモット

・ロッソ
　 少し苦めの濃赤色のスイートベルモット

・オランチョ
　 オレンジ風味のベルモット

〈アルコール〉Drink Menu
Beer ビール Wine ワイン

………………¥500（税別）
………………………¥500（税別）

………………………………¥650（税別）

……………………¥650（税別）

…¥650（税別）　　　　　　

………¥650（税別）　　　　　　

…¥650（税別）　　　　　　

……………………¥480（税別）

¥580（税別）

……………………¥600（税別）

……¥480（税別）
……¥480（税別）
¥1,500（税別）

……………¥2,980（税別）

・カシスソーダ
・カシスオレンジ
・カシス
 グレープフルーツ
・カシスウーロン
・シャーリーテンプル

Umesyu 梅酒

ALL ¥580（税別）

ALL ¥580（税別）

Cinzano チンザノ

Cocktail カクテル

・パライソソーダ
・パライソオレンジ
・パライソ
 グレープフルーツ
・パライソトニック

カシスベース

・グラスワイン 赤
・グラスワイン 白
・デキャンタ 赤or白
　 （グラス約4杯分）

白ワイン（フルボトル）
●フラスカティ・スペリオーレ・セッコ（イタリア・甘口）
　フルーティで飲みやすいやや甘口・女性にもオススメ

……………¥3,680（税別）

●シャブリ ブノワ タシィ（フランス・辛口）
　キレのある酸味で魚介類の料理などにも相性抜群

ハウスワイン

ボトルワイン

ライチベース

・ピーチソーダ
・ファジーネーブル
・上海ピーチ

・カンパリソーダ
・カンパリオレンジ
・スプモーニ

ピーチベース カンパリベース

・モスコミュール
・スクリュードライバー
・ソルティードッグ
・ブルドッグ
・ウォッカトニック

・ジントニック
・ジンリッキー
・ジンバック
・オレンジブロッサム

ウォッカベース ジンベース

・ラムトニック
・キューバリバー
・ラムバック

・シャンディーガフ
・カシスビアー

ラムベース ビールベース

……………¥2,980（税別）

赤ワイン（フルボトル）
●キャンティ・クラッシコ（イタリア・中重口）
　赤果実の味わいと柔らかなタンニンのバランスが良い

……………¥3,980（税別）

●ヴィルフォンティーヌ・サンテミリオン（フランス・重口）
　凝縮した果実味や、柔らかなタンニンを楽しめる

……………¥2,480（税別）

●アスティ・スプマンテ・ガンチア（イタリア・甘口）
　キレがあり飲みやすいスパークリングワイン

……………¥2,480（税別）

●ブリュット・ダルジャン・ロゼ（フランス・辛口）
　ピノノワール100%で造られる、華やかで濃い色合いが特長

スパークリングワイン（ハーフボトル）

タン タ カ タ ン

表示価格は税別となります。



L⑩

〈ノンアルコール・カフェ〉Drink Menu

Soft Drink ソフトドリンク Coffee コーヒー Tea/ 紅茶

・ざくろとレモンのソーダ
　（グレナデン・レモン・ソーダ）

・パッションライムソーダ
　（パッションフルーツ・ライムシロップ・ソーダ）

・クランベリーオレンジ
　（オレンジジュース・クランベリージュース・トニックウォーター）

・シャーリーテンプル
　（グレナデン・ジンジャーエール・レモン）

・グレープフルサンデー
　（グレープフルーツ・ライムシロップ・トニックウォーター・ソーダ）

・グランベリーカルピス
　（クランベリー・カルピス・グレナデン・アップルジュース）

・カシススカッシュ
　（カシス・レモン・ソーダ）

・キウイレモネード
　（キウイシロップ・レモン・ソーダ）

・ベリーベリーティソーダ
　（ラズベリーシロップ・ストロベリーシロップ・アイスティ・ソーダ）

・カシスオレンジ
　（カシス・オレンジジュース）

・カシスグレープフルーツ
　（カシス・グレープフルーツジュース）

・カシスウーロン
　（カシス・ウーロン茶）

・100％オレンジジュース
・100％グレープフルーツジュース
・100％アップルジュース
・コカ・コーラ
・ジンジャーエール
・辛口ジンジャーエール
・トニックウォーター
・山ぶどうジュース
・山ぶどうソーダ
・カルピスウォーター
・カルピスソーダ
・クランベリージュース
・ウーロン茶

…………¥430（税別）
¥430（税別）

…………¥430（税別）
………………………¥400（税別）
…………………¥400（税別）
……………¥400（税別）
………………¥400（税別）
…………………¥400（税別）
……………………¥400（税別）
………………¥400（税別）

……………………¥400（税別）
……………¥430（税別）

…………………………¥400（税別）

・エスプレッソ
・ブレンドコーヒー
・モカ
・エスプレッソコーヒー
・アイスコーヒー
・アイスオーレ
・カプチーノ
・カフェラテ
・カフェ モカラテ
・ダージリン
・アールグレイ
・アッサム
・アイスティ

………………………¥400（税別）
…………………¥420（税別）

…………………………………¥420（税別）
……………¥430（税別）

……………………¥420（税別）
………………………¥450（税別）
…………………………¥580（税別）
…………………………¥580（税別）
……………………¥580（税別）

…………………………¥420（税別）
………………………¥420（税別）

……………………………¥420（税別）
…………………………¥420（税別）

アルコールが飲めないお客様も楽しんでいただけるように、
スタンダードカクテル、当店オリジナル！まで多数揃えています。

ALL ¥500（税別）

Non Alcohol Cocktail ノンアルコールカクテル

・ラズベリー
・キウイ

・ストロベリー
・マンゴー

・パッションフルーツ
・アップル

フルールフレーバーシロップをソーダで割った爽やかなドリンクです。

ALL ¥450（税別）

Italian Soda イタリアンソーダ

表示価格は税別となります。



サラダ・前菜SALAD & ANTIPASTO

L⑦／D⑨

Salad サラダ

Antipasto 前菜

色とりどりの新鮮野菜を
シーザードレッシングで…

野菜たっぷりシーザーサラダ

………¥630（税別）

温泉玉子をサラダに絡ませて
召し上がれ！！

カリカリベーコンの
温玉のせシーザーサラダ

………¥750（税別）

鉄分豊富なほうれん草がたっぷり！！
イタリアンドレッシングで…

パルマ産生ハムと
ほうれん草の
イタリアンサラダ

………¥680（税別）

たっぷりのシーフードと新鮮野菜を
ガーリックドレッシングで…

魚介とツナの
シーフードサラダ

………¥800（税別）

酸味の効いたトマト、チーズ、
爽やかなバジルを一緒に
パクリ！！バジルドレッシングで…

フレッシュトマトと
モッツァレラチーズの
カプレーゼ

・３種のチーズクラッカー

………¥700（税別）

………¥480（税別）

・本日の前菜　５種盛り合わせ …¥980（税別）

・海老とアボカドのサラダ仕立て ¥780（税別）

・スモークサーモンと
　クリームチーズ ………¥580（税別）

・パルマ産生ハムとアボカドの
　サラダ仕立て ………¥780（税別）

・タコとセロリのマリネ
　コンソメジュレがけ ………¥580（税別）

・魚介と野菜のエスカベッシュ …¥580（税別）

・北海道産ホタテのカルパッチョ ¥780（税別）

・牛肉のロースト和風仕立て
　柚子こしょう添え ………¥880（税別）

・ホタテとイタヤ貝のソテー
　マスタードバルサミコソース…¥880（税別）

北海道産ホタテのカルパッチョ 海老とアボカドのサラダ仕立て

牛肉のロースト和風仕立て
柚子こしょう添え

パルマ産生ハムとアボカドの
サラダ仕立て

表示価格は税別となります。



アラカルトA LA CARTE

L⑦／D⑨

Bruschetta ブルスケッタ

A la carte アラカルト

トマトのブルスケッタ………¥450（税別）

スモークサーモンと
クリームチーズのブルスケッタ

………¥480（税別）

いろいろきのこマリネの
ブルスケッタ

・若鶏とじゃがいもの窯焼き
　黒こしょう風味

………¥450（税別）

スモークサーモンと
アボカドのブルスケッタ …¥480（税別）

………¥680（税別）

・豚ロース肉とナスのグラタン風
　トマトとバジルの2色ソース ………¥750（税別）

・牛肉のサイコロステーキ
　赤ワイン風味のバターソース ………¥880（税別）

・ホタテときのこのグリル
　ジェノバソース ………¥780（税別）

・シーフードと野菜のグリル
　バルサミコソース ………¥980（税別）

・海老と野菜のフリッター ……¥750（税別）

・チキンの香草パン粉焼 ………¥680（税別）

・ベーコン・きのこ・ほうれん草の
　バターソテー ………¥480（税別）

・ライスコロッケ（2ヶ） ………¥460（税別）
追加1ヶ　………¥230（税別）

追加1本　………¥200（税別）

追加1本　………¥200（税別）

・もち・チーズ・明太子の春巻（３本）
………¥580（税別）

・モッツァレラチーズの春巻き（３本）
　バジル風味 ………¥580（税別）

・ベーコンとポテトの
　ピリ辛ジャーマンポテト ……¥480（税別）

・ソーセージ盛合せ ………¥650（税別）

Oven オーブン

オニオングラタンスープ ………¥450（税別）

海老とアボカドの
クリーミーグラタン ………¥680（税別）

シーフードときのこの
あっちっちフォンデュ ………¥780（税別）

牛肉のサイコロステーキ
赤ワイン風味のバターソース

トマトのブルスケッタ スモークサーモンと
アボカドのブルスケッタ

オニオングラタンスープ

モッツァレラチーズの春巻き
バジル風味

ライスコロッケ チキンの香草パン粉焼

表示価格は税別となります。







ナポリピッツァの歴史

もともとは生地にラードを塗って焼いただけの
シンプルなタイプが始まりと言われています。

1600年頃、生地を平たくのばして焼いた
「フォッカッチャ」がピッツァの先祖と言われています。

1750年頃には、生地にトマトソース、オリーブオイルをかけた
だけのピッツァ「マリナーラ」が登場しました。

1880年頃には、今や定番の「マルゲリータ」が
誕生しました。トマトの赤・モッツァレラの白・バジリコの緑が
イタリアの国旗トリコロールをイメージさせるピッツァです。

オランチョでは定番のマルゲリータを始め、
いろいろな種類の創作ピッツァもご用意しています。
お客様のその日の気分やお好みに合う一枚を
見つけて下さい。

History of Napoli Pizza

L⑥／D⑧



L⑥

オランチョのピッツァは400℃の高温で一気に焼き上げ
表面はパリッと、中はモッチリとした豊かな食感のナポリピッツァです。

R(レギュラーサイズ）約30cm／H(ハーフサイズ）約20cm

PIZZA Menu石窯ナポリピッツァ

オランチョオリジナル Original

4種類のチーズピッツァ R ¥1,900（税別）
H ¥1,200（税別）

茄子とフレッシュトマトのジェノバ風ピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）トマトソース・ナス・フレッシュトマト・モッツァレラ・バジルソース

モッツァレラ・ゴーダ・ゴルゴンゾーラ・パルメザン

8品目 野菜の菜園風ピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）トマトソース・ナス・かぼちゃ・パブリカ・オニオン・ズッキーニ

ブロッコリー・ポテト・オクラ・ゴーダ（季節により変わります）

スモークサーモンほうれん草・オリーブのグリーンピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）グリーンソース・スモークサーモン・オニオン・ほうれん草・オリーブケーパー・ゴーダ

鶏肉と白ネギの味噌マヨクリームピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・味噌・マヨネーズ・鶏肉・白ネギ・のり・ゴーダ

生麩ともちの明太マヨネーズピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・生麩・もち・ねぎ・明太マヨソース・のり・ゴーダ

ホワイトソース・しょう油・ベーコン・長芋・九条ねぎ・のり・マヨネーズ・ゴーダ

厚切りベーコン・長芋・九条ねぎのマヨネーズがけ和風ピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）

表示価格は税別となります。





L⑧

R(レギュラーサイズ）約30cm／H(ハーフサイズ）約20cmPIZZA Menu
ホワイトソースベース White Sauce Base

厚切りベーコン・ツナ・コーンのマヨネーズがけピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）ホワイトソース・ベーコン・ツナ・コーン・オニオン・ゴーダ・マヨネーズ

魚介たっぷりのピッツァ R ¥1,900（税別）
H ¥1,200（税別）ホワイトソース・エビ・イカ・アサリ・貝柱・オニオン・ゴーダ

鶏肉・かぼちゃ・半熟卵のピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・鶏肉・かぼちゃ・オニオン・卵・ゴーダ

4種類のきのことベーコンのピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・エリンギ・しめじ・まいたけ・えのき・ベーコン・ゴーダ

海老とポテトのマヨネーズがけピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）ホワイトソース・エビ・ポテト・オニオン・コーン・ゴーダ・マヨネーズ

厚切りベーコンと明太子ポテトのピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）ホワイトソース・ベーコン・ポテト・オニオン・コーン・明太マヨソース・ゴーダ

ズワイガニ・海老・アボカドのマヨネーズがけピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）ホワイトソース・ズワイガニ・海老・アボカド・コーン・オニオン・ゴーダ・マヨネーズ

表示価格は税別となります。



LUNCH MENU
OPE N
CLOSE

（ラストオーダー　14：30）

11:30
15:00

表示価格は税別となります。





今月のパスタを3種類ご用意しております。
別紙メニューよりお好きなパスタ1種をお選び下さい。

別紙メニューよりお好きなデザート1種をお選び下さい。

お好きなパスタorピッツァをお選び下さい。

4種類のきのことベーコンの
ピッツア

ホワイトソース・エビ・ポテト・オニオン・
コーン・マヨネーズ・ゴーダ

海老とポテトの
マヨネーズがけピッツア

別紙メニューに記載

ホワイトソース・生麩・もち・ねぎ・明太マヨソース
のり・ゴーダ

生麩ともちの
明太子マヨネーズピッツア

鶏肉・かぼちゃ・半熟卵の
ピッツア

ホワイトソース・ベーコン・ツナ・コーン・
オニオン・マヨネーズ・ゴーダ

厚切ベーコン・ツナコーンの
マヨネーズがけピッツアアンチョビとオリーブのピッツァ

トマトソース・レタス・水菜・ほうれん草・
パプリカ・フレッシュトマト
〈チーズ無し・チーズ有り〉

新鮮野菜のヘルシーピッツア

茹で上げパスタ パスタの大盛りは ¥200（税別）アップです。Pasta

石窯ナポリピッツァ レギュラーサイズ（約30cm）に変更は¥500（税別）アップです。(ハーフサイズ約20cm)Pizza

サイドメニュー Side Menu

トマトソース・モッツアレラ・フレッシュバジル

トマトソース・アンチョビ・オリーブ・ガーリック
ケーパー・ゴーダ

マルゲリータ

トマトソース・フレッシュトマト・
モッツアレラ・フレッシュバジル

フレッシュトマトのマルゲリータ

トマトソース・生ハム・卵・
オニオン・ゴーダ

トマトソース・茄子・アンチョビ・
モッツァレラ・フレッシュバジル

生ハムと半熟卵のピッツァ

茄子とアンチョビのピッツァ

バゲット ガーリックトースト
　　　　　…￥250（税別）

パンバスケット
　　　　　…￥400（税別）

本日のスープ
　　　　　…￥300（税別）

フライドポテト
　　　　　…￥220（税別）

本日の前菜 盛合せ
　　　　　…￥520（税別）

今月のデザート Dessert

SELEC
T!

SELEC
T!

L③

今月の
パスタ

今月の
ピッツァ

今月の
デザート

ホワイトソース・鶏肉・かぼちゃ・オニオン・卵・ゴーダ

ホワイトソース・エリンギ・しめじ・まいたけ・えのき
ベーコン・ゴーダ

…￥200（税別）
表示価格は税別となります。





L⑤

ライスの大盛りは¥100（税別）アップです。Rice Plateライスプレート

Set Drink セットドリンク

・エスプレッソ

・ブレンドコーヒー

・アイスコーヒー

・紅茶（ダージリン）

・アイスティ

・オレンジジュース
・アップルジュース
・山ぶどうジュース
・山ぶどうソーダ
・コカ・コーラ
・ジンジャエール
・カルピスウォーター
・カルピスソーダ
・ウーロン茶

・ラズベリー

・キウイ

・ストロベリー

・マンゴー

・パッションフルーツ

・アップル

Coffee／Tea　コーヒー／ティー Soft Drink　ソフトドリンク  Italian Soda　イタリアンソーダ

サーモンとアボカドの温玉のせユッケ丼 ………………………… ¥900（税別）
サーモンとアボカドが相性バツグン！温玉をくずして召し上がれ

グラタン風ハンバーグきのこデミグラスソース ………………… ¥880（税別）

チキンのハーブソテー ポテト添え ……………………………… ¥900（税別）
ハーブ香る若鶏を自家製トマトソースで

たっぷりチーズでアツアツのグラタン仕立て

焼きカレードリア 半熟卵のせ ………………………………… ¥850（税別）
ピリ辛のカレーを半熟卵がマイルドに石窯で焼き上げました

キッズ
プレート
Kids Plate

※0才～6才まで（小学生未満）の
　お子様に限らせて頂きます。

¥580 ・オレンジジュース
・アップルジュース
・グレープフルーツ
   ジュース

セット
ドリンク

ランチ
セット
Lunch Set プラス300 円=

ご一緒にお得なセットは
いかがでしょうか!! 本日のサラダ

毎日、新鮮な野菜をご用意。

お好きなドリンク
下記よりお好きなお飲物をお選び下さい。

+

¥200（税別）

（税別）

（税別）

表示価格は税別となります。



L⑥

オランチョのピッツァは400℃の高温で一気に焼き上げ
表面はパリッと、中はモッチリとした豊かな食感のナポリピッツァです。

R(レギュラーサイズ）約30cm／H(ハーフサイズ）約20cm

PIZZA Menu石窯ナポリピッツァ

オランチョオリジナル Original

4種類のチーズピッツァ R ¥1,900（税別）
H ¥1,200（税別）

茄子とフレッシュトマトのジェノバ風ピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）トマトソース・ナス・フレッシュトマト・モッツァレラ・バジルソース

モッツァレラ・ゴーダ・ゴルゴンゾーラ・パルメザン

8品目 野菜の菜園風ピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）トマトソース・ナス・かぼちゃ・パブリカ・オニオン・ズッキーニ

ブロッコリー・ポテト・オクラ・ゴーダ（季節により変わります）

スモークサーモンほうれん草・オリーブのグリーンピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）グリーンソース・スモークサーモン・オニオン・ほうれん草・オリーブケーパー・ゴーダ

鶏肉と白ネギの味噌マヨクリームピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・味噌・マヨネーズ・鶏肉・白ネギ・のり・ゴーダ

生麩ともちの明太マヨネーズピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・生麩・もち・ねぎ・明太マヨソース・のり・ゴーダ

ホワイトソース・しょう油・ベーコン・長芋・九条ねぎ・のり・マヨネーズ・ゴーダ

厚切りベーコン・長芋・九条ねぎのマヨネーズがけ和風ピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）

ランチ
セット
Lunch Set プラス300 円=

ご一緒にお得なセットは
いかがでしょうか!! 本日のサラダ

毎日、新鮮な野菜をご用意。

お好きなドリンク
左ページよりお飲物をお選び下さい。

+
（税別）

表示価格は税別となります。



L⑦

R(レギュラーサイズ）約30cm／H(ハーフサイズ）約20cmPIZZA Menu
トマトソースベース Tomato Sauce Base

フレッシュトマトのマルゲリータ R ¥1,500（税別）
H ¥1,000（税別）トマトソース・フレッシュトマト・モッツァレラ・フレッシュバジル

マルゲリータ R ¥1,400（税別）
H    ¥950（税別）トマトソース・モッツァレラ・フレッシュバジル

アンチョビとオリーブのピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）トマトソース・アンチョビ・オリーブ・ガーリック・ケーパー・ゴーダ

茄子とアンチョビのピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）トマトソース・茄子・アンチョビ・モッツァレラ・フレッシュバジル

生ハムと半熟卵のピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）トマトソース・生ハム・卵・オニオン・ゴーダ

サラミ・ソーセージ・ポテトのピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）トマトソース・サラミ・ポークソーセージ・ポテト・オニオン・ゴーダ

自家製サルシッチャとベーコンのピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）トマトソース・サルシッチャ・ベーコン・ブロコッリー・オニオン・ゴーダ

ランチ
セット
Lunch Set プラス300 円=

ご一緒にお得なセットは
いかがでしょうか!! 本日のサラダ

毎日、新鮮な野菜をご用意。

お好きなドリンク
左2ページ目よりお飲物をお選び下さい。

+

トマトソース・レタス・水菜・ほうれん草・パプリカ・フレッシュトマト

新鮮野菜のヘルシーピッツァ チーズ無し　R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）

チーズ有り　R ¥1,750（税別）
H ¥1,150（税別）

（税別）

表示価格は税別となります。



L⑧

R(レギュラーサイズ）約30cm／H(ハーフサイズ）約20cmPIZZA Menu
ホワイトソースベース White Sauce Base

厚切りベーコン・ツナ・コーンのマヨネーズがけピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）ホワイトソース・ベーコン・ツナ・コーン・オニオン・ゴーダ・マヨネーズ

魚介たっぷりのピッツァ R ¥1,900（税別）
H ¥1,200（税別）ホワイトソース・エビ・イカ・アサリ・貝柱・オニオン・ゴーダ

鶏肉・かぼちゃ・半熟卵のピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・鶏肉・かぼちゃ・オニオン・卵・ゴーダ

4種類のきのことベーコンのピッツァ R ¥1,700（税別）
H ¥1,100（税別）ホワイトソース・エリンギ・しめじ・まいたけ・えのき・ベーコン・ゴーダ

海老とポテトのマヨネーズがけピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）ホワイトソース・エビ・ポテト・オニオン・コーン・ゴーダ・マヨネーズ

厚切りベーコンと明太子ポテトのピッツァ R ¥1,600（税別）
H ¥1,050（税別）ホワイトソース・ベーコン・ポテト・オニオン・コーン・明太マヨソース・ゴーダ

ズワイガニ・海老・アボカドのマヨネーズがけピッツァ R ¥1,800（税別）
H ¥1,150（税別）ホワイトソース・ズワイガニ・海老・アボカド・コーン・オニオン・ゴーダ・マヨネーズ

ランチ
セット
Lunch Set プラス300 円=

ご一緒にお得なセットは
いかがでしょうか!! 本日のサラダ

毎日、新鮮な野菜をご用意。

お好きなドリンク
左3ページ目よりお飲物をお選び下さい。

+
（税別）

表示価格は税別となります。



L⑨

・サントリーモルツ生
・オールフリー
　 カロリーゼロのノンアルコールビール

・ジーマ
　 すっきり飲みやすいビールテイスト

・スミノフアイス
　 スミノフウォッカベースのレモンテイスト

・モレッティ（イタリア）
　 イタリアの代表的なビール、さっぱりとした飲み口

・コロナ（メキシコ）
　 軽い飲み口で後味スッキリ！

・ギネス（アイルランド）
　 代表的な黒ビール

・紀州 南高梅酒
　 酸味と糖分のバランスがとれた香り豊かな風味

・ローズヒップとラズベリーの梅酒
　 女性におすすめのフルーティーな風味

・鍛高譚の梅酒
　 ルビー色が美しい、しそ風味の梅酒

・ビアンコ
　 レモンやフレッシュハーブ・スパイスを使ったスイートベルモット

・ロッソ
　 少し苦めの濃赤色のスイートベルモット

・オランチョ
　 オレンジ風味のベルモット

〈アルコール〉Drink Menu
Beer ビール Wine ワイン

………………¥500（税別）
………………………¥500（税別）

………………………………¥650（税別）

……………………¥650（税別）

…¥650（税別）　　　　　　

………¥650（税別）　　　　　　

…¥650（税別）　　　　　　

……………………¥480（税別）

¥580（税別）

……………………¥600（税別）

……¥480（税別）
……¥480（税別）
¥1,500（税別）

……………¥2,980（税別）

・カシスソーダ
・カシスオレンジ
・カシス
 グレープフルーツ
・カシスウーロン
・シャーリーテンプル

Umesyu 梅酒

ALL ¥580（税別）

ALL ¥580（税別）

Cinzano チンザノ

Cocktail カクテル

・パライソソーダ
・パライソオレンジ
・パライソ
 グレープフルーツ
・パライソトニック

カシスベース

・グラスワイン 赤
・グラスワイン 白
・デキャンタ 赤or白
　 （グラス約4杯分）

白ワイン（フルボトル）
●フラスカティ・スペリオーレ・セッコ（イタリア・甘口）
　フルーティで飲みやすいやや甘口・女性にもオススメ

……………¥3,680（税別）

●シャブリ ブノワ タシィ（フランス・辛口）
　キレのある酸味で魚介類の料理などにも相性抜群

ハウスワイン

ボトルワイン

ライチベース

・ピーチソーダ
・ファジーネーブル
・上海ピーチ

・カンパリソーダ
・カンパリオレンジ
・スプモーニ

ピーチベース カンパリベース

・モスコミュール
・スクリュードライバー
・ソルティードッグ
・ブルドッグ
・ウォッカトニック

・ジントニック
・ジンリッキー
・ジンバック
・オレンジブロッサム

ウォッカベース ジンベース

・ラムトニック
・キューバリバー
・ラムバック

・シャンディーガフ
・カシスビアー

ラムベース ビールベース

……………¥2,980（税別）

赤ワイン（フルボトル）
●キャンティ・クラッシコ（イタリア・中重口）
　赤果実の味わいと柔らかなタンニンのバランスが良い

……………¥3,980（税別）

●ヴィルフォンティーヌ・サンテミリオン（フランス・重口）
　凝縮した果実味や、柔らかなタンニンを楽しめる

……………¥2,480（税別）

●アスティ・スプマンテ・ガンチア（イタリア・甘口）
　キレがあり飲みやすいスパークリングワイン

……………¥2,480（税別）

●ブリュット・ダルジャン・ロゼ（フランス・辛口）
　ピノノワール100%で造られる、華やかで濃い色合いが特長

スパークリングワイン（ハーフボトル）

タン タ カ タ ン

表示価格は税別となります。



L⑩

〈ノンアルコール・カフェ〉Drink Menu

Soft Drink ソフトドリンク Coffee コーヒー Tea/ 紅茶

・ざくろとレモンのソーダ
　（グレナデン・レモン・ソーダ）

・パッションライムソーダ
　（パッションフルーツ・ライムシロップ・ソーダ）

・クランベリーオレンジ
　（オレンジジュース・クランベリージュース・トニックウォーター）

・シャーリーテンプル
　（グレナデン・ジンジャーエール・レモン）

・グレープフルサンデー
　（グレープフルーツ・ライムシロップ・トニックウォーター・ソーダ）

・グランベリーカルピス
　（クランベリー・カルピス・グレナデン・アップルジュース）

・カシススカッシュ
　（カシス・レモン・ソーダ）

・キウイレモネード
　（キウイシロップ・レモン・ソーダ）

・ベリーベリーティソーダ
　（ラズベリーシロップ・ストロベリーシロップ・アイスティ・ソーダ）

・カシスオレンジ
　（カシス・オレンジジュース）

・カシスグレープフルーツ
　（カシス・グレープフルーツジュース）

・カシスウーロン
　（カシス・ウーロン茶）

・100％オレンジジュース
・100％グレープフルーツジュース
・100％アップルジュース
・コカ・コーラ
・ジンジャーエール
・辛口ジンジャーエール
・トニックウォーター
・山ぶどうジュース
・山ぶどうソーダ
・カルピスウォーター
・カルピスソーダ
・クランベリージュース
・ウーロン茶

…………¥430（税別）
¥430（税別）

…………¥430（税別）
………………………¥400（税別）
…………………¥400（税別）
……………¥400（税別）
………………¥400（税別）
…………………¥400（税別）
……………………¥400（税別）
………………¥400（税別）

……………………¥400（税別）
……………¥430（税別）

…………………………¥400（税別）

・エスプレッソ
・ブレンドコーヒー
・モカ
・エスプレッソコーヒー
・アイスコーヒー
・アイスオーレ
・カプチーノ
・カフェラテ
・カフェ モカラテ
・ダージリン
・アールグレイ
・アッサム
・アイスティ

………………………¥400（税別）
…………………¥420（税別）

…………………………………¥420（税別）
……………¥430（税別）

……………………¥420（税別）
………………………¥450（税別）
…………………………¥580（税別）
…………………………¥580（税別）
……………………¥580（税別）

…………………………¥420（税別）
………………………¥420（税別）

……………………………¥420（税別）
…………………………¥420（税別）

アルコールが飲めないお客様も楽しんでいただけるように、
スタンダードカクテル、当店オリジナル！まで多数揃えています。

ALL ¥500（税別）

Non Alcohol Cocktail ノンアルコールカクテル

・ラズベリー
・キウイ

・ストロベリー
・マンゴー

・パッションフルーツ
・アップル

フルールフレーバーシロップをソーダで割った爽やかなドリンクです。

ALL ¥450（税別）

Italian Soda イタリアンソーダ

表示価格は税別となります。


